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本資料の目的 

1. 「審議事項(1) サステナビリティ基準委員会の審議テーマ」にあるとおり、本日、サス

テナビリティ基準委員会（以下「当委員会」という。）として、以下の項目について、審

議テーマとして取り上げるか否かについてご審議いただくことを予定している。 

(1) 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）の S1基準1を踏まえた日本基準（日本版 S1

基準）の開発 

(2) ISSBの S2基準 1を踏まえた日本基準（日本版 S2基準）の開発 

2. 本資料は、前項の項目において当委員会が審議テーマとして取り上げることを前提に、

より具体的な基準開発の範囲をご審議いただくことを目的としている。 

事務局提案の要約 

3. 本資料において、当委員会事務局は、当委員会が開発する日本基準の範囲について、ISSB

が策定する S1 基準及び S2 基準並びに付属するガイダンス等のマテリアルを以下の 3 つ

に分類した上で、(1)に相当するものとすることを提案する。 

(1) 規範性がある（準拠することが要求される）もの 

(2) 当初は規範性がないが、将来的に規範性がある基準となる可能性があるもの 

(3) 規範性がないもの 

                                                   
1 本資料では、ISSB の公開草案「IFRS S1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要

求事項』」を「S1 基準案」といい、確定した基準を「S1 基準」という。また、ISSB の公開草案「IFRS 

S2 号『気候関連開示』」を「S2基準案」といい、確定した基準を「S2 基準」という。 
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当委員会が開発する日本基準の範囲に関する検討 

（規範性） 

4. 「日本基準を国際的に整合性のあるものとして開発」する2という場合には、規範性があ

る基準の範囲を、国際的な基準の規範性と整合性のあるものとすることが考えられる。

すなわち、ISSB が策定するマテリアルのうち規範性があるものを、日本基準に規範性が

あるものとして取り込まない場合には、国際的に整合性がある基準として評価されない

可能性がある。一方、規範性がないマテリアルを、日本基準に規範性があるものとして取

り込む場合には、開示による便益がそのコストを上回る等、相応の理由がなければ、我が

国の市場関係者の理解を得ることが難しい可能性がある。 

 以上を踏まえると、ISSB が規範性があるものと位置付けたマテリアルを、当委員会が

開発する日本基準の範囲に含めることが考えられる。 

（目標とする日本基準の公表時期） 

5. S1 基準及び S2 基準を踏まえた日本基準の公表時期については、早期適用を望む企業が

早期適用を最も早く開始できる事業年度を念頭に置いて検討することが考えられる。以

下のような国際的なサステナビリティ開示基準にも対応が必要となる企業においては、

後から日本基準への対応が必要とならないように、これらの適用開始時期を踏まえ、日

本基準を開発することについてのニーズが聞かれている。 

(1) 欧州連合（EU）の欧州サステナビリティ報告基準（ESRS） 

・ 従業員 500人以上の上場会社等に対しては、2024年から適用される予定である。 

・ EU 市場での純売上高が大きい EU 域外企業グループに対しては、2028 年から適

用される予定である。 

(2) 米国の気候関連開示に関する SEC規則案 

・ 一部の企業に対して、2023年から適用される可能性が残っている（2022年 3月

の公開協議後、更新はない）。 

6. 一方で、日本基準を開発するにあたっては、「サステナビリティ開示基準の開発に係る適

正手続に関する規則」3を遵守し、当委員会の審議に必要な時間を考慮する必要がある。 

                                                   
2 「サステナビリティ基準委員会の運営方針」Ⅲ1(1)② 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/middle_plan_20221124.pdf 
3 https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20221115_02.pdf 
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7. 以上を踏まえると、仮に ISSBが確定した基準を 2023年 6月末までに公表した場合には、

S1 基準及び S2 基準を踏まえた日本基準の公表時期は、以下を目標とすることが考えら

れる。 

1 公開草案の目標公表時期 2023年度中（遅くとも 2024年 3月 31日まで） 

2 確定基準の目標公表時期 2024年度中（遅くとも 2025年 3月 31日まで） 

3 早期適用を望む企業が、早期適

用を最も早く開始できる事業年

度 

遅くとも確定基準公表後に開始する事業年度

(遅くとも 2025 年 4 月 1 日以後に開始する事業

年度) 

8. ここで、ISSB は、現在、S1 基準案及び S2 基準案の確定に向け審議を継続しているが、

基準案の中でも、当初は規範性がないものの、将来的には要求事項とされ規範性がある

ものとされることが暫定決定されているものもある。例えば、S2 基準案の付録 B「産業

別開示要求」に関しては、当初は例示扱いとし、準拠することが要求されない（規範性が

ない）ものとすることが暫定決定されている4。 

 当初は規範性がない基準案を、現時点における当委員会の開発範囲に含めた場合、検

討対象となるマテリアルが増えることから、日本基準の開発により多くの時間を要する

ことになる可能性がある。そのため、現時点で規範性がないことが暫定決定されている

マテリアルに関しては、当委員会が開発する日本基準の範囲には含めず、ISSB において

規範性があるものとして位置付けられることが明らかになった時点で、改めて開発範囲

に含めることが考えられる。 

（事務局提案） 

9. 以上を踏まえ、規範性及び目標とする日本基準の公表時期を考慮し、S1基準及び S2基準

並びに付属するガイダンス等のマテリアルを以下の 3 つに分類した上で、当委員会が開

発する日本基準の範囲を(1)とすることとしてはどうか。 

(1) 規範性があるもの 

日本基準に取り込むことを前提とする。 

(2) 当初は規範性がないが、将来的に規範性がある基準となる可能性があるもの 

ISSB において規範性があるものとして位置付けられることが明らかになった時点で、

当委員会における日本基準の開発範囲に含めるかどうかを検討する。 

                                                   
4 ISSB Update（2022年 10月）https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/issb_202210.pdf 

2022 年 10 月の ISSB のボード会議において、当初は付録 B の内容を例示とするものの、さらなる協議

を条件として、将来的には強制力のある（mandatory）ものとする ISSB の意図を表明することが暫定

決定された。 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/issb_202210.pdf
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(3) 規範性がないもの 

ISSB が規範性がないものとして公表したガイダンス等のマテリアルは、原則として

当委員会における日本基準の開発範囲に含めない。ただし、当マテリアルの有用性及

び当委員会のリソース等を総合的に判断し、当マテリアルの一部について日本基準

に取り込むか又は当マテリアルの一部又は全部について規範性のないガイダンスと

して策定するかどうかを別途検討する。 

10. ISSB における 2022 年 12 月末までの議論を踏まえると、当委員会が開発する日本基準の

範囲は、現時点で以下とすることが考えられる。 

表 1：当委員会が開発する日本基準の範囲 

 ISSBが公表したマテリアル 

ISSBに

おける

規範性 

当委員会が開発する 

日本基準の範囲 

1 IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報

の開示に関する全般的要求事項」基準本文 
有 分類(1) 含める 

2 同 付録 A「用語の定義」 有 分類(1) 含める 

3 同 付録 B「発効日」 有 分類(1) 含める 

4 同 付録 C「有用なサステナビリティ関連財

務情報の質的特性」 
有 分類(1) 含める 

5 同 結論の根拠 無 分類(3) 含めない 

6 IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報

の開示に関する全般的要求事項」に関する

例示的ガイダンス 

無 分類(3) 含めない 

7 IFRS S2号「気候関連開示」基準本文 有 分類(1) 含める 

8 同 付録 A「用語の定義」 有 分類(1) 含める 

9 同 付録 B「産業別開示要求」（別冊 B1から

B68を含む） 
無 分類(2) 含めない 

10 同 付録 C「発効日」 有 分類(1) 含める 

11 同 結論の根拠 無 分類(3) 含めない 

12 IFRS S2号「気候関連開示」に関する例示的

ガイダンス 
無 分類(3) 含めない 

 

ディスカッション・ポイント 

当委員会が開発する日本基準の範囲に関して、規範性及び目標とする日本基準の

公表時期を重視し、ISSBが策定するマテリアルのうち、規範性があるものとする

事務局提案につき、ご審議いただきたい。 

以 上 


